
　スポーツは、世代から世代へと継承されてきた人類の貴重な文化です。
　ユーハイム・スポーツフォーラムは、グローカルな視点からスポーツの素晴ら
しさを伝え、スポーツの振興と地域の発展に貢献します。

スポーツ文化を世界に そして未来へ

参加無料
FAXまたはメールでお
申し込みください。ホー
ムページからも申込用
紙を入手できます。

令和2年（2020年）2月5日（水）
申し込み締切

東京オリパラ今昔物語・東京1964から
Tokyo2020へ －地域創生に向けて－

報告者： 伊丹市体育協会　理事長 相原　信也氏
 兵庫県教育委員会事務局　スポーツ振興課　主任指導主事 大森　寿史氏
 兵庫大学短期大学部　講師 永井夕起子氏

  野口　宰弘氏 
 猪名川町立猪名川中学校　教諭（保健体育科） 榎本　裕至氏

株式会社アシックス　秘書室渉外チーム マネジャー 岩田　茂太氏
姫路獨協大学　副学長  道谷　　卓氏
流通科学大学人間社会学部人間健康学科　特任教授 山口　泰雄氏

株式会社アシ クス 秘書室渉外チ ム ネジ 岩田 茂太氏

「東京オリパラ今昔物語とTokyo2020による地域創生に向けて」

姫路獨協大学　副学長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　道谷　　卓氏
「嘉納治五郎物語－神戸から世界へ－」記念講演

流通科学大学人間社会学部人間健康学科　特任教授　　　　　　　　　　　山口　泰雄氏
「東京1964からTokyo 2020に向けて」基調講演

 カナダ・ウォータールー大学大学院博士課程修了(Ph.D.)。TAFISA(国際スポーツ・フォー・オール協議
会)理事、神戸スポーツ産業懇話会代表世話人、兵庫県/神戸市スポーツ推進審議会会長、「神戸大学
ベスト・ティーチャー賞」、「兵庫県スポーツ賞」「生涯スポーツ功労賞」(文科省)。著書は、「スポーツ・ボラ
ンティアへの招待」、「観光学ガイドブ」など多数。趣味はテニス。

　神戸市東灘区御影生まれ。御影幼稚園、御影小学校、御影中学校、兵庫県立御影高等学校を経て、関西大学法学部卒業。
関西大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得。
　現在、姫路獨協大学副学長・人間社会学群現代法律学類教授。専門は刑事訴訟法で、研究テーマは公訴時効制度。そのか
たわら、神戸深江生活文化史料館副館長として、神戸の歴史の研究・普及活動を行っている。郷土史関係の主な著書に『日
本史の中の東灘』、『うはらの歴史再発見－ちょっと昔の東灘』、『神戸歴史トリップ』 、『続・御影町誌』、『御影が生んだ偉人 嘉
納治五郎』など多数。

ユーハイム・スポーツフォーラム2020 ユーハイム・スポーツフォーラム2020

相原 信也

ライプチヒ海外派遣報告（派遣5名）実践報告
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令和2年（2020年）2月15日（土） 12:50～17:00

ところ
ニチイ学館 神戸市中央区港島南町7丁目１-５

主　催
公益財団法人 ユーハイム体育・スポーツ振興会

後　援
兵庫県教育委員会　公益財団法人兵庫県体育協会　
兵庫県生涯スポーツ連合　兵庫県スポーツ推進委員会
「スポーツクラブ21ひょうご」全県連絡協議会

神戸市教育委員会　公益財団法人神戸市スポーツ協会

特定非営利活動法人兵庫県レクリエーション協会

兵庫体育・スポーツ科学学会

神戸新聞社　サンテレビジョン
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（社福）兵庫県社会福祉事業団　総合リハビリテーションセンター
自立生活訓練部体育指導課　主任
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氏

大分県出身
大学卒業後、2005年
に（株）アシックス入社。
国内の営業、営業企画
を担当後、広報室に異
動し、企業広報やプロ
ダクト広報を担当。 

東京オリパラ今昔物語・
東京1964からTokyo2020へ
－地域創生に向けて－



基調講演 「東京1964からTokyo 2020に向けて」  13：50～
 流通科学大学人間社会学部人間健康学科　特任教授                                               山口　泰雄氏

東京オリパラ今昔物語・東京1964から
Tokyo2020へ －地域創生に向けて－

FAXでの申し込みは 078－302－7391
前日までにニチイ学館ＨＰにて場所のご確認をお願いいたします。

キリトリ線

　スポーツは、世代から世代へと継承されてきた人類の貴重な文化です。
　ユーハイム・スポーツフォーラムは、グローカルな視点からスポーツの素晴らしさを伝え、
スポーツの振興と地域の発展に貢献します。

Program

参  加  対  象 兵庫県下の体育・スポーツ指導者、本フォーラムに興味のあるスポーツ関係者、市民等

費            用 参加無料　

申  し  込  み 所定の参加申込書にて下記事務局へFAX、またはメールでお申し込みください。
 公益財団法人ユーハイム体育・スポーツ振興会事務局
 〒650-0046　神戸市中央区港島中町7丁目7番4号
 TEL078-302-1001・FAX078-302-7391
 メール　sport．foundation@juchheim．co．jp
 ホームページ　http://juchheim-sport.com/

申し込み締切 令和2年（2020年）2月5日（水）
そ   の   他 1. 会場へは公共交通機関（ポートライナー）をご利用ください。
 2．参加申込書に記載された個人情報については、厳重に管理し本事業事務を管理する目的以外
     には使用いたしません。

  

 ふ  り  が  な

 氏　　名  性　　別 男 　・　 女
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   ＴＥＬ －　　　　－

 所　　属  ＦＡＸ －　　　　－

 スポーツ
 資格・免許等 

 メール

移　　動    

移　　動    

受　　付    

開会挨拶    
 公益財団法人ユーハイム体育・スポーツ振興会　理事長　　　　　　　　　　河本　　武

記念講演 「嘉納治五郎物語－神戸から世界へ－」  13：00～
 姫路獨協大学　副学長                                                                                              道谷　　卓氏

実践報告 ライプチヒ海外派遣報告（派遣5名）  16：20～

 「東京オリパラ今昔物語とTokyo2020による地域創生に向けて」       14：40～
 株式会社アシックス　秘書室渉外チーム マネジャー 岩田　茂太氏
 姫路獨協大学　副学長 道谷　　卓氏
 流通科学大学人間社会学部人間健康学科　特任教授 山口　泰雄氏

ユーハイム・スポーツフォーラム2020
JUCHHEIM SPORT FORUM

ユーハイム・スポーツフォーラム2020 参加申込書

閉会挨拶    
 公益財団法人ユーハイム体育・スポーツ振興会 理事 吉井　宏一郎

 気軽にスポーツ体験              15：30～
 「ペタンク」 兵庫県ペタンクブール連盟　　「ダブルダッチ」 兵庫なわとびクラブ

実   技

かわ もと

よし い こう いち ろう

たけし

と　き 令和2年(2020年)2月15日（土）
 12:50～17:00
ところ ニチイ学館
   神戸市中央区港島南町7丁目1-5
   ※神戸新交通ポートライナー「京コンピューター前」下車
   　徒歩3分

パネル
ディスカッション

やまぐち　　やす お

みちたに　　　　たかし

いわ た　　 しげ た

みちたに　　　　たかし

やまぐち　　やす お

あいはら　　しん や

おおもり　　ひさ し

なが い   ゆ   き   こ

 の  ぐち     ただひろ

相原　信也氏

大森　寿史氏

永井夕起子氏

｢変わる部活動、変わらない魅力～ライプチヒでの学びを通して～｣
猪名川町立猪名川中学校 教諭(保健体育科)

｢重複障害児におけるコオーディネーショントレーニングアプローチ～車いすバスケットボール編～｣
(社福)兵庫県社会福祉事業団 総合リハビリテーションセンター 自立生活訓練部体育指導課 主任

｢幼児の運動遊びに見るコオーディネーショントレーニング｣
兵庫大学短期大学部 講師

｢ドイツと日本の総合型地域スポーツクラブ｣
兵庫県教育委員会事務局 スポーツ振興課 主任指導主事

｢ライプチヒでの学びと育成年代のスポーツ指導｣
伊丹市体育協会 理事長

野口　宰弘氏
えのもと     ゆう じ

榎本　裕至氏

ニチイ学館京コンピューター前
下車徒歩３分


